
 
  

 
 
 

平成 28 年 12 月 14 日 

トライステージ、日本商品の輸出拡大に向けて、タイに輸入卸売会社を設立 

～タイ TV Direct 社の商品ラインナップ拡充と、日本企業の海外展開促進を支援～ 

 
ダイレクトマーケティング企業を支援する株式会社トライステージ（本社：東京都港区、代表取締役：丸田 

昭雄、証券コード 2178、以下「当社」）は、このたびタイ国において、輸入卸売会社「Tri-Stage Merchandising 
(Thailand) Co., Ltd.（仮称）」（以下「TSM 社」）を設立することを決定しましたので、お知らせします。 

今後、タイにおける会社設立手続きを経て、営業開始する予定です。 
 
当社グループは、ASEAN 諸国に対してテレビ通販を始めとしたマルチチャネル通販支援サービスの提供

を行っておりますが、今年 7 月東南アジア最大のテレビ通販会社である TV Direct Public Company Limited
（本社：タイ国バンコク、以下、「TVD 社」）に出資し、同社を関連会社化しました。その後、両社事業の相乗効

果を高める各種取り組みを行ってきましたが、当社グループから TVD 社への商品供給はとくに効果の大きい

重要な施策であることから、より柔軟で機動的な方法を検討してきました。 
 
今回設立する TSM 社は、タイに拠点を置くプレイヤーとして、タイのテレビ通販市場を含むリテール市場

の動向分析を行いながら、マーチャンダイジング（商品の選定・提案・調達）と、貿易業務を提供します。商品

の輸入元は、当社およびグループ会社の MERDIS 社が強みを持つ日本と韓国が中心となり、両社が商品の

調達業務を支援します。 
TVD 社は、従来米国とタイの商品を主軸としてきましたが、事業拡大のためにも消費者からの要望が強い

日本および韓国商品の確保を急務と考えており、今後は TSM 社を通して商品ラインナップを拡充します。 
当社グループは、将来的に TSM 社が「TVD 社および TVD グループにおけるトップサプライヤー」として

の商品供給力で事業に貢献することを目指して、TSM 社のマーチャンダイジング力の強化を図ります。 
また、今回タイに輸入卸売会社を保有することで、当社がより直接的に日本商品の輸出拡大を実践できる

ことになります。当社およびグループ企業間の連携で、日本企業にとって海外進出時のハードルとなってきた

課題を柔軟に解決し、企業の海外展開への挑戦や販路拡大を支援するとともに、日本の優れた商品の海外

における知名度向上、競争力向上に貢献してまいります。 
 
【TVD 社について】 

TVD 社は 1999 年に創業、リテール事業を皮切りに、2002 年タイで初めてのテレビ通販事業を開始しまし

た。テレビ通販事業の要である放送枠の豊富な保有量を筆頭に、コールセンター、番組制作から物流まで、

自社でワンストップに提供できる総合力を持っており、現在の顧客数は 320 万人という規模を誇る業界最大

手企業です。東南アジアのテレビ通販企業では唯一の上場企業でもあります。 
タイのテレビ通販市場は、2012 年以降外資資本の参入により急激に拡大してきました。競合他社が、ほぼ

テレビ通販専業であることに対し、TVD 社はカタログ通販事業、EC 事業、店舗販売事業等を展開することで

マルチチャネルに対応した事業モデルを構築しており、テレビ通販市場に留まらない事業開発力と安定した

業績でフロントランナーかつトップ企業としての優位性を維持しています。 
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【タイのテレビ通販市場について】 
① タイ国市場概況 
人口 6,884 万人(2015 年、ASEAN 内 4 位)、名目 GDP41.1 兆円(同 2 位)、一人当たり GDP 631 千円(同 3
位)を誇り、ASEAN 地域有数の市場である。2016 年の GDP は約 3%の成長見込み。 
② タイのテレビ通販市場 
2008 年から 2011 年までは 50 億バーツ（約 150 億円）で安定していたが、2012 年から 80 億バーツ(約 240
億円) 、2013 年は 90 億バーツ（270 億円）に拡大 （2014 年 3 月 日本貿易振興機構）   
2015 年は 103 億バーツ（約 309 億円）の市場規模であり、直近 5 年間は CAGR(年平均成長率)6.2%で伸び

ており、2016 年以降も 4%程度成長していくと予想されている。 （Euro monitor Home shopping Thailand 2016）   

※１THB 3 円で換算 
③ 参考情報 TRIMARKET【ASEAN レポート】タイ－さらなる成長が見込めるダイレクトマーケティング市場 

（前編）http://trimarket.jp/country/tha/2999/   （後編）http://trimarket.jp/country/tha/3022/  
 
【新会社の概要】 
会 社 名： Tri-Stage Merchandising (Thailand) Co., Ltd.（仮称） 
所 在 地： タイ国 
設 立： 2017 年 4 月（予定） 
資 本 金： 15 百万 THB （約 45 百万円）  ※１THB 3 円で換算 
株主構成： 株式会社トライステージ 99.9%、他 2 名（予定） 
事業内容： 輸入卸売事業 
 
【TV Direct Public Company Limited 社 会社概要】 
会 社 名： TV Direct Public Company Limited 
所 在 地： タイ国 
代 表 者： Songpol Shanmatkit 
設 立： 1999 年 4 月 21 日 
売 上 高： 30.4 億 THB （2015 年）（約 91.2 億円）  ※１THB 3 円で換算 
事業内容： テレビ通販事業を始めとするリテール事業（カタログ通販事業、EC 事業、店舗販売事業および 

卸売事業、DM およびアウトバウンドコール事業等） 
U R L： http://www.tvdirect.tv  
上場市場： タイ証券取引所 mai 市場上場 
 
【株式会社トライステージ 会社概要】  
所 在 地： 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 21F 
代 表 者： 代表取締役会長 丸田 昭雄 
設  立： 2006 年 3 月 3 日 
U R L： http://www.tri-stage.jp/   
上場市場： 東証マザーズ・証券コード 2178 
事業内容： テレビ通販をはじめとするダイレクトマーケティング事業を総合的に支援。 

商品・サービスが「売れる」ための実効性・即効性のあるソリューションを提供しています。 

本件に関するお問い合わせ 
株式会社トライステージ  広報担当 服部 

                                       執行役員 経営企画部管掌 緒方 
Tel  03-5402-4111（代）、03-5402-4729（直通） ／ E-mail  info@tri-stage.jp  

 


